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カルロ・ジョルダーノ

TAKE FREE

チェロ
これからはじめる
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フェルナンブーコの木

チェロの音を出すには欠かせないものです。 入門セットなどを購入すると付属してくるものにはなりますが、
中には消耗品もあり、 さまざまな種類が市販されています。

楽器以外にも大切なもの。

チェロにはさまざまなパーツが使われており、 材質や作りによって美観や音にも関わってきます。
まずはじめに、 主な各部名称を覚えておきましょう。

チェロの各部名称を覚えましょう。

・ 駒 （ブリッジ）
弦の振動を楽器本体に伝えます。

・ エンドピン
演奏前に適正な長さまで伸ばします。

・ テールピース
弦をここに引っかけます。
テールナイロンなどでエンドピンソケットに
装着されています。

・ 糸巻 （ペグ）
主に、 調弦 （チューニング） する際に
使用します。

様々な種類

様々な種類

指板

表板 裏板

スクロール
（うず巻き）

ペグボックス

上ナット

下ナット

ネック

弦

f 字孔

横板

バスバー

魂柱

駒

弦の振動を駒が本体内部の魂柱やバスバー
に伝え、 音が増幅されて美しく響きます。

・ 弓
演奏にかかせない弓。 近年では中国製の弓も低価格で使える弓として好評。 また上質な木材 「フェル
ナンブーコ」 の産地であるブラジルで作られた弓も人気です。

弓の先端はとてもデリケート。 落としたりすると最悪
の場合折れてしまうこともあるので気を付けましょう。

・ 弦
弦にもいろいろな種類があり、 弦を替えるだ
けでも 「音色」 や 「響き」 が変わります。
消耗品なので、 1年に 1回は弦交換をしま
しょう。

フェルナンブーコの木ブラジルのペルナンブコ州で採取されるマメ科の木。 弓材に

最適とされていますが、 今ではワシントン条約の規制対象で、

大変貴重な木材になっています。

スティック （棹）

馬毛 （弓毛）

ラッピング

サムグリップ

フェルール

スクリュー
フロッグ

アイ
チップ

ヘッド

・ 松脂 （まつやに）
松脂がないと音はでません。 種類によって音
や弾き心地が変わってきます。 減ってきたり割
れたりしたときには買い替える必要があります。

取扱い方



A 線は 「アー線」、 D 線は 「デー線」 と、 ドイツ読み

で呼ぶのが一般的です。 慣れないうちは、 「1 番線」

「2 番線」 など、数字で言えば相手に伝わりやすいです。

ポン ポン ポン ボオ

音へ

⇨

⇨ ⇨

⇨

ポン ポン ポン ポン

スクリューを回して毛を張り、 弓に松脂を塗ります。 弓の毛を松脂の上に少し強めに乗せて、 何回も往
復して毛全体にまんべんなく擦りつけます。 擦りつけたあとは松脂の粉末が白く付着します。 初めて塗る
ときは、 毛に馴染ませることを意識して、 少しずつ丁寧に塗り込んでください。

⇨
× 〇

まんべんなく

・ 新品の松脂を使う時
新品の松脂は表面がツルツルしているので、 ヤスリ
などで少しキズをつけると塗りやすいです。

刃物を使うときは、

くれぐれも気を付けて！

・ 松脂の使い方
同じところで使うと溝ができて割れやすいので、
まんべんなく使うようにしましょう。

まず、チューナーを使用しながらオーケストラでの基準となる 「A」 の音から行います。 弦を弓や指で弾き、
音を出しながら音程を合わせます。 最後にアジャスターで微調整を行ってチューニングは完了です。

ペグを回すときは、 いきなり巻き
上げるのではなく 「一度ゆるめ
る方向へ回して」 から押し込み
ながら回しましょう。

C
▼▼ ▼

● ● ●

C
▼▼ ▼

● ● ●

④　最後に C 線を合わせます。

A
▼▼ ▼

● ● ●

A
▼▼ ▼

● ● ●

D
▼▼ ▼

● ● ●

D
▼▼ ▼

● ● ●

G
▼▼ ▼

● ● ●

G
▼▼ ▼

● ● ●

①　チューナーで A 線を合わせます。 ② 次に D 線。 ③ そして G 線。

⑤　仕上げにアジャスターで微調整。

アジャスターは調整できる範囲も限られるので、 大きく調弦が狂っている時はペグを回しましょう。

A 線

D 線G 線

C 線

1 番線　A 線 （ラ）

2 番線　D 線 （レ）

3 番線　G 線 （ソ）

4 番線　C 線 （ド）
チェロは主に 「へ音記号」

太い弦 （左） から
C   G    D   A

C

ド

D

レ

E

ミ

F

ファ

G

ソ

A

ラ

B

シ

C

ド

英語

イタリア語

ドイツ語
ツェー　デー　エー　エフ　ゲー　アー　ハー　ツェー
C D E F G A H C

こうすると、 回す時の力加減を覚えたり、

固まってたペグを回しやすくすることが

できるんだ。

音の出る仕組み：毛のキューティクルに松脂の粒子が付着し、摩擦力が増します。

写真上は適正、 下は張り過ぎ。

手もとや先端も忘れずに！
まんべんなく

・ 弓の毛を張るとき
弓の毛の 「張り過ぎ」 に気を付けましょう。 最初のうちは 「スティッ
ク」 と 「毛」 のすき間が、 「おおよそスティック幅と同じ」 になるぐら
いを目安にしましょう。

松脂粒子 ひっかきくん
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ADGC の読み方

調弦 （チューニング） しましょう。音を出す前に、 松脂を塗りましょう。
取扱い方



①

②

③ ③

エンドピンの先端には保護ゴムが付いてることが多いよ。

本当はこれを外して、 床に刺して演奏するのが音にはベストなんだ。

・ オーソドックスな持ち方
①　親指はフロッグとサムグリップの間あたりを目安。
②　人差し指はサムグリップに、中指と薬指は離れすぎないようにして、フロッグに触れます。　　　　　
　　　小指の腹でフロッグのおよそ真ん中あたりを目安にして触れるように置きます。

はじめて音を出した時の感動は、

　　　ぜったい忘れないでねー！！

それではいよいよ音を出してみましょう。 弦の上に弓の毛を置き動かしてみましょう。 最初のうちはなかな
か難しいかもしれませんが、 練習すればきっと綺麗な音を出せるようになります。

⇒定番のエンドピンストッパーは P15で紹介

・ 正面から見た様子
①　エンドピン先端は、 およそ体の真ん中の床。
②　ネックを顔の左頬の下側にくるようにゆっくり倒し、 楽器本体はみぞおち付近に当てます。
③　両ひざでチェロを挟み込んだ状態で構えます。

・ 横から見た様子
④　椅子には深く腰掛けず、 脚が開きやすいようなるべく手前で座ります。
⑤　膝の角度はおよそ 90度を意識し、 背筋を伸ばします。

③　特に親指は、力が入り過ぎて反らないように気を付けます。

・ エンドピンストッパー

エンドピンが刺せない場所で使用す

る「ストッパー」もあります。

⇒演奏の補助アイテムは P17で紹介

・ 持ち方補助アイテム

正しい持ち方を意識しながら、「力ではな

く重さで弾く感覚」を身に着けるための補

助アイテムです。　　　

いよいよ音を出してみましょう。

楽器を構えてみましょう。

安定したところにチェロを置き、 エンドピンを少しずつ伸ばします。 チェロの場合は、 「自分の体に合わせ
た長さ」 にこのエンドピンを伸ばします。

右手でフロッグ付近を持ちます。 「握る」 というよりは 「支える」 ような感覚で、手にはあまり力を入れず、
自然に柔らかく掴むことを意識しましょう。 　

はじめのうちは「どこまで伸ばせばいいかわからない」と思いますが、
構えながら少しずつ覚えていきましょう。

④ ⑤

楽器や弓の持ち方は、 弾く人の体格や目的、 流派などで様々なものがあります。 教室に通っている場合は先生と

相談しながら、 独学の場合は教本やインターネットの動画サイトなどを見ながら、 一番無理なく気持ちよく弾ける姿

勢や持ち方で演奏しましょう。
色々あるけど、 「力 （りき） まない」 が基本だよ！

無理のない自然な形で演奏しよう。

音出しの基本は、 「力で弦をひっかく」 んじゃなく、

弓や腕の重さを体全体で弦や楽器に伝えることなんだ。

① ②

③
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構え方や持ち方にもいろいろあります。

弓を構えましょう。エンドピンの準備をしましょう。
取扱い方



・ 新しい弦を張る前に
新しい弦をそのまま張る前に、 外した弦の 「上ナット」 と 「駒」
の溝に石鹸やロウなどを塗り滑らかにすると、 弦が損傷したり駒
が倒れるといったことが少なくなります。

テールピース下にクッション代わりのタオルを敷いて、

万が一の時に備えておこう。

チェロのスチール弦は丈夫で長く使用する （音を出す） ことはできますが、 音質の劣化は進んでいます。
目安として 1年に 1回は弦交換するように心がけましょう。

・ 弦交換のポイント
弦交換をするときは、 4本すべて交換する場合でも必ず 「1本ず
つ」 張り替えます。 一度にすべて外すと、 魂柱が倒れたり思わぬ
事故の原因となることがあります。

潤滑には鉛筆やシャープペンでも可。

取り付ける弦を間違えないように。

C DG A

ペグ穴に弦を通します まず手もと側にひと巻き 次に先側へひと巻き

⇨ ⇨ ⇨

弦先が1cm前後でるぐらいが目安。 弦がゆるまないよう「ひっぱりながら」

→
→

いちどクロスさせて 手もと側に巻いていく

⇨⇨

テールピース側も弦がひっかかってる
か確認して回します。　　　　

これはほんの一例だよ。

いろいろな巻き方があるけど、

弦がしっかりと安定することが

大事なんだ。

クロスさせることで弦が安定します。

⇨

弦を張ったあとは、 駒の傾きもチェックします。

弦交換したら駒もチェックしましょう。

←×

←
すき間が無いように 駒の後ろの面がボディと

おおむね垂直になるように

〇

指板
駒

傾いていたり、 少し浮いている場合は、
両手でゆっくり慎重に起こします。

⇨

少しずつゆっくりペグを回します。 この時、 弦がゆるまないように引っ張りながら巻きましょう。

この時にもテールピース下に、

タオルを敷いておくといいよ。

巻き線がほつれてきたりサビてきた。 音色が曇ってきたり、 音量が減ってきた。
そんな症状が現れたら、 弦交換のサインです。

弦交換の目安

※ 図はイメージです。　※ 使用頻度、使用環境などにより、弦の馴染み具合、劣化具合は異なります。

劣化期間　⇒　交換推奨

6ヶ月▽弦張り替え 12ヶ月

使用に適した期間

弦交換時期の目安 ：　 6 ～ 12ヵ月
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弦交換のほんの一例。1年に 1回は弦交換しましょう。
取扱い方



軽微なニスひびやケース痕などは、 演奏や練習にはなんら支障はありません。 また使用すればするほど、
ニスは自然とはがれていくものです。 もし補修したい場合は専門家に任せましょう。

☀
とくに夏場は車中に置きっぱなしになりガチ！

ぜったい気を付けて！！

チェロの表面は主にニスが塗られています。 ここでニスの特徴をしっかりと把握しておきましょう。

・ 雨期 （多湿）
●　鳴りが悪くなる　　●　弦高が高くなりやすい
●　表板、 裏板、 横板が剥がれやすい
●　ペグの動きがキツくなる （湿気で木が膨らむため）

夏場の管理は湿気に注意。
除湿器などで取り除くか、 風通しの良い部屋の直射日
光が当たらない所に置くと良いです。

・ 冬期 （乾燥）
●　表板にひびが発生しやすい　　●　ペグがゆるみやすい

冬場はエアコンなどによる極度の乾燥に注意。
加湿器などを併用して十分な湿度を保つと良いです。

チェロは雨期の湿気や冬場の極度の乾燥など、 湿度に影響を受けやすい楽器です。
人が快適に思える環境 （湿度 50 ～ 60％前後） で保管できるのが理想です。

・ ニスを塗る理由
木材の補強 （腐食やキズを防ぐ） と優れた音響効果。

・ ニスの注意点
ニスは気温変化や熱に影響を受けやすい性質です。

・ ニスと塗料の違い
カルロジョルダーノ SC-100 などの低価格帯では、 ニスではなく
ラッカーやウレタンなどの 「塗料」 が塗られていることがあります。
塗料は 「溶けにくい」 「管理がしやすい」 「低価格」 という利点
があります。

●　暑いところに放置 （夏の車の中など）　
●　もともとのニスの性質が柔らかい

⇒ニスが溶ける （ケースの痕がつくなど）。
　　駒足がずれる。

●　冷⇔暖の急激な変化 （冬の室内外など）
●　もともとのニスの性質が硬い

⇒ニスひびが発生する。

・ 湿度や乾燥、 高温などに気を付けて！

直射日光やエアコンの直風が当たるところは絶対に避けましょう。特に家の中では風通しが良すぎるところに置いて
も乾燥する場合があります。なるべくケースに入れて、人が不快に思わない空間で保管するよう心がけましょう。

・ 弓の毛は必ずゆるめて！

面倒だからとそのまま保管するのはNG。スティックや毛にとって悪影響ばかりなので、必ず弓は毛をゆるめて保管しま
しょう。

・ 松脂はなるべく拭き取って！

白く積もった松脂は、時間とともに固着します。楽器や弓にたくさん付着した場合はしっかり拭き取りましょう。

木材の 「割れ」 や 「ひび」、時には 「虫食い」 などは、どんなに気を付けていても完全に防ぐことはできませんが、

できるかぎり安全に保管するように心がけましょう。

楽器に不具合があった時には、 買ったお店や修理のできる職人さんにリペアマン！

頼れる 「楽器のお医者さん」 に相談しようね！
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家でのチェロの管理方法

保管のときは、 湿気や乾燥に気を付けましょう。ニスの特徴を把握しましょう。
取扱い方



・ 楽器本体
□ 割れや亀裂が入っていないか
□ ペグは問題なく動くか
□ 弾いた時に異音 （干渉音や雑音） はしないか
□ 駒が曲がっていたり、 斜めになっていないか
□ 弦はサビていないか
□ アジャスターは問題なく回るか　　　　　　　　　etc...
                                                            

・ 弓
□ 毛はしっかりと張れる状態か
□ 毛が黒く変色していないか
□ スクリューは問題なく回るか
□ ラッピングがほどけて支障が出ていないか
□ チップ先端にひびや剥がれがないか       etc...

セルフチェックのポイント

チェロは 「木製品」 です。 弾いているときはもちろん、全く弾いていないときでも楽器の状態は変化します。
自分の楽器の不調は自分で気づけるように心がけましょう。

・ 弓 / 弦 / 駒周辺
全体を拭くクロスとは別に、 松脂の付着を取り除くクロスを用意し
ましょう。 弦や駒周辺、弓に白く付いた松脂をやさしく拭き取ります。

MAC 弦楽器用クロス

2 枚セットがおすすめ♪

楽器に付いた松脂をそのままにしておくと、

白く固まっちゃうから気を付けてね。

お手入れの基本は、 汚れや松脂を乾拭きして楽器を綺麗にすることです。

・ 楽器本体
クロスなどの柔らかい布を使って、 全体をやさしく拭きます。 手や腕の汗 （皮脂） を
乾拭きし、 全体を綺麗にします。

⇒弦楽器用クロス SCC-01 は P16

練習が終わったら、 必ずお手入れをしましょう。

よくある問い合わせ

弓の毛替えの目安

弓の毛をゆるめると毛が伸びきっている、 弓元の毛が黒ずんでいる。 毛が切れやすかったり、 すでに切
れて少なくなっている。 松脂が付きにくく、 演奏中に毛が滑りやすい。
そんな症状が現れたら、 毛替えのサインです。

劣化期間　⇒　交換推奨

6ヶ月

※ 図はイメージです。　※ 使用頻度、使用環境などにより、毛の劣化具合は異なります。

▽毛替え 12ヶ月

使用に適した期間

毛替え時期の目安 ：　 6 ～ 12ヶ月

よくあるお問い合わせ Q&A。 楽器は自分では気づけないところでも調子が悪くなっていること

があります。 特に違和感がない場合でも、 定期的にお店や工房で楽器を診てもらいましょう。

Q. ペグが固くて回らない、 ゆるくて止まらない

A. 主に季節変化（湿気や乾燥）の影響により症状が現れます。市販の糸巻き潤滑剤（ペグコンポジションなど）を　
　　 少し塗布することで改善できる場合もありますが、季節の変わり目には定期的なメンテナンスに出すようにしまし
　　 ょう。ペグが固い状態で無理に回すと、ペグが折れる場合もあるのでご注意ください。

Q. 新しい弦に交換したのに、 調弦 （チューニング） が合わない

A. 原因がいくつか考えられますのでご確認ください。
　　　①　特に新品の張りたての弦の状態では、弦自体の伸びがあるため音程が下がりやすい傾向があります。時間
　　　　　　をおいて調弦（チューニング）してみましょう。
　　　②　A線の場所にD線を張るなど、取り付ける弦を間違えていませんか？
　　　③　楽器のサイズに合った、正しいサイズの弦を張られていますか？

Q. 弓の毛が切れてしまった

A.　数本弓の毛が切れるのはごく自然な現象で、演奏には問題ありません。切れた毛は邪魔にならないようハサミ
　　　で根元から切り取ってください。多量にごっそり抜けてしまった場合は、別のパーツに問題があるかもしれません
　　　ので「毛替え」に出しましょう。

Q. 弓の毛がゆるまなくなってしまった

A.　乾燥により毛が短くなった可能性があります。少しであれば問題ありません。加湿された環境に保管しておけば
　　　戻る場合もありますが、それでも張り過ぎている場合は「毛替え」に出しましょう。汚れでフロッグの潤滑が悪くな
　　　り、スクリューを動かしてもフロッグが動いていないという可能性もありますので、合わせて一度専門家に診ても
　　　らいましょう。
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毛替えは自分じゃできないから、

買ったところに相談しよう！

取扱い方



おすすめチェロ弦おすすめ定番松脂
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商品案内

トマスティーク社のリーズナブルな弦セット。

分数も充実し、 子どもの楽器の交換弦としてもおすすめ。

Alphayue
（アルファユー）

分数はG線カーボンスチール/クロム巻

品番 タイプ 価格 税込
カーボンスチール/ヒドロナリウム巻
カーボンスチール/マルチアロイ巻
ロープコア/クロム巻
ロープコア/クロム巻

A
D
G
C
セット

AL41
AL42
AL43
AL44
AL400

￥2,800
￥2,800
￥3,200
￥3,700
￥12,500

￥3,080
￥3,080
￥3,520
￥4,070
￥13,750

「A 線と D 線」、 「G 線と C 線」 のブランドを変えるならこれ。

チェロの金属的な雑味も軽減され、 音も裏返りにくい人気の組み合わせです。

Versum 
　＆ Spirocore

（バーサム ＆ スピロコア）

おすすめチェロ弓

② \3,600   （税込 \3,960）

\3,500   （税込 \3,850）

\2,500   （税込 \2,750）

\2,000   （税込 \2,200）

\9,980 （税込 \10,978）

①　コルスタイン　KR-012 （チェロ用）

②　ギョーム （アルミ缶）

③　ベルナルデル

④　ミラン黒猫 ダーク

⑤　ベスポーク （高級松脂）

ちなみに、 コルスタインや黒猫ダークは引っかかりが強め。

ベルナルデルはさらさらした弾き心地です。

① ③

④ ⑤

国際的な弓製作コンクールで受賞した工房長が監修 ・ 製作。 中国で製造することで低価格を実現。

E.Noel （エリック ・ ノエル）

フェルナンブーコ材使用でコストパフォーマンス抜群。

カーボン素材により価格以上のコシとバネで安定した弾き心地。 自然な外観なのに、 丈夫さは木製弓以上。

Le Carbone （ル ・ カルボーヌ）

木目調カーボン弓の決定版。

弦楽器製作における伝統の地 「ドイツ」。 この地で四世代に渡り積み重ねた 「確かな経験と実績」 に基づき製作。

F.Schneider （Ｆ. シュナイダー）

重厚でチェロらしい音色。 ドイツ製 「シュナイダー」。

熟練の職人により作られた良質材弓。「コシの強さ」「クッション性」「弾きやすさ」に、高いコストパフォーマンスを誇る。

フェルナンブーコ原産地で最良の木材を使用した 「ブラジル製弓」。

J.Belmont　/　Adam Ciel
（J. ベルモント） （アダム ・ シエル）

写真は J.Belmont

おすすめエンドピンストッパー

Götz

￥7,000
（税込 \7,700）

①　G-1　　ブビンガ

柔らかさの中にも芯を感じる音色。

￥6,500
（税込 \7,150）

②　W-1　　ウォルナット

暖かみがあり、 柔らかく広がる音色。

￥6,000
（税込 \6,600）

③　A-1　　メイプル

芯があり、 豊かでバランスの良い音色。

① ② ③

見た目も美しく、計算された設計で優れた音響効果。

ドイツ製

大定番のエンドピンストッパー。 初心者からプロ

まで幅広く人気です。

ブラックホール ￥2,900
（税込 \3,190）

イギリス製

エンドピンに装着するだけの、 便利でコンパクト

なエンドピンストッパー。 穴径 ： 約 6mm。

WITH ￥2,500
（税込 \2,750）

日本製

（ウィズ）

（ゲッツ）

＊ (  ) 内はスティックの材質。特に記載がないものはフェルナンブーコ材です。
＊ E.Noel（¥38,000）は、4/4、3/4、1/2サイズあり、 BC-301は、4/4、3/4、1/2、1/4、1/8サイズあり。

ブランド名
アダム・シエル
J.ベルモント
F.シュナイダー
J.ベルモント
アダム・シエル

品番
Adam Ciel Silver
J. Belmont Silver
F. Schneider＊＊
J. Belmont Nickel
Adam Ciel Nickel

価格　
¥200,000
¥200,000
¥180,000
¥130,000
¥120,000

生産国
ブラジル
ブラジル
ドイツ
ブラジル
ブラジル

税込　
¥220,000
¥220,000
¥198,000
¥143,000
¥132,000

F.シュナイダー F. Schneider＊ ¥75,000 ドイツ¥82,500

ブランド名 品番 価格　 生産国税込　

エリック・ノエル
ル・カルボーヌ
カルロジョルダーノ

E. Noel 
BC-302CBW   （木目調カーボン）
BC-301

¥38,000
¥24,000
¥11,000

中国
中国
中国

¥41,800

エリック・ノエル E. Noel＊ ¥60,000 中国¥66,000

¥26,400
¥12,100  （ブラジルウッド）

F.シュナイダー F. Schneider ¥51,000 ドイツ¥56,100  （ブラジルウッド）

A / D 線 = バーサム、 G / C 線 = スピロコア

品番 タイプ 価格 税込
カーボンスチール/マルチアロイ巻
カーボンスチール/マルチアロイ巻
スパイラルコア/クロム巻
スパイラルコア/クロム巻

A
D
G
C
セット

VE41
VE42
S28
S29

￥6,200
￥6,600
￥5,600
￥6,200
￥24,600

￥6,820
￥7,260
￥6,160
￥6,820
￥27,060

Thomastik-Infeld （トマスティック ・ インフェルド） オーストリア製

＊サイズ：4/4、3/4、1/2、1/4、1/8
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あると便利なアイテム
商品案内

持っておきたいおすすめ小物

・ MAC 弦楽器用マイクロファイバークロス　セット

SCC-01 ￥1,100
（税込 \1,210）

ベージュ ・ ピンク ・ グリーン

汗や皮脂などの汚れ用 （大） と、 松脂を拭く用 （小）

の 2 枚組み。 使い心地も良く、 綺麗に拭き取れます。
カラー （大のみ） ： ベージュ / ピンク / グリーン

失くしやすいアイテムのひとつ。 エンドピンの先端

に取り付ける保護ゴムです。
＊写真のエンドピンは付属しません。

・ エンドピンキャップ

各　￥250
（税込 \275）

① 円柱型 穴径 ： 約 5.0mm

② 球型 穴径 ： 約 4.5mm

・ チェストパッド （チェロ用胸当て）

CCP-301 ￥4,800
（税込 \5,280）

洋服のボタンやファスナー、 汗などから、 大切な楽器を保護します。
4/4 サイズ用、 素材 ： ポリエステル 100％、 日本製ハンドメイド

弓 （1 本） が収納できる持ち運び用の弓ケース。

1 つ持っていると大変便利です。
バイオリン ・ ビオラ ・ チェロ兼用、 ストラップ付き。

・ 弓ケース

VC-450 ￥5,000
（税込 \5,500）

これを弦に装着することで、 「ウルフトーン」 を抑

えることが期待できます。
※ ウルフトーン
意図せず音が裏返ったり、 唸るような音が出てしまう現象。

・ ウルフキラー

エムベルク 各　￥2,500
（税込 \2,750）5.5 グラム /8.4 グラム 

ブルー ピンク

ブラック グレー

正しい持ち方と同時に手や腕の 「力」 ではなく、

「重さ」 で音を出す感覚も覚えやすいと好評です。
＊4/4 ～ 1/8 まで取り付け可能。

・ 持ち方補助アイテム

チェロファント ￥4,000
（税込 \4,400）

慣れないうちは難しい腕の動き。 このホーレスボ

ウガイドはその矯正器具です。
＊サイズ ： 4/4 ～ 3/4 用と 1/2 ～ 1/4 用の 2 種類。

・ ボウイングサポート

ホーレス ボウガイド ￥4,200
（税込 \4,620）

定番ミュート

大定番の練習用消音器。 ゴム製なので、 楽器や駒を

傷める恐れがほとんどありません。

・ 消音器 （練習用）

ウルトラプラクティスミュート
チェロ 4/4 サイズ用 ￥3,000

（税込 \3,300）

音色を変化させるために演奏中に使用する、 演奏

表現用のミュートです。

・ 弱音器 （演奏表現用）

トルテスタイルミュート
チェロ用　① 1 つ穴 / ② 2 つ穴 各　￥1,400

（税込 \1,540）

演奏表現用の弱音器。 その 「効果」 と 「使う場面」 をご紹介。

音色をくすませるために演奏中に使用する「演奏表現用のミュート」です。静かでかすみがかった
ような幻想的な響きを作りたい場面等で、作曲家が楽譜上に指示していることが多いです。

・ 弱音器とは

チェロの楽譜に「con sord.（ミュートを付ける）」が出てくると装着して演奏します。
「senza sord.（ミュートを外す）」というマークが出てくるまで付けて演奏します。

・ 弱音器を使うタイミング

弱音器って？

① ②

①
②

楽器を傷つけにくく、脱着も楽々。 ハンカチやミニタオル等を入れて
胸への痛みを軽減。

小物入れには眼鏡や筆記用具、
エンドピンストッパーが収納可能。



・ インスタグラムにて情報発信中
カーボンマックのオフィシャル ・ インスタグラムでは、 カタログでは伝え

きれない使用感や色味、 最新情報などをご覧いただけます。
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持ち運び用ケース
商品案内

・ カーボンマック　ライトシリーズ
カーボンの配合率を高めることで、3kg を切る軽さを実現した超軽量モデル。

本革を使用した高級感あるタグに、 軽さをイメージした新しいロゴ。

写真は ワインレッド / ホワイト / ブルー

写真は シャンパンゴールド / ワインレッド / ダークネイビー

・ カーボンマック　チェロケース
豊富なカラーバリエーションで、 お気に入りがきっと見つかるカーボンマック。

素材にカーボンを配合することで頑丈かつ 3kg 台の軽さを実現。

カーボンマック

写真は ブロンズ / ライトブルー / ライトグリーン

これさえあれば手荷物が減る、 アイデア商品。

対応楽譜サイズは B4 まで可能です。
※カーボンマックチェロ用全機種に取り付け可能です。

・ 楽譜バッグ （ケース外付けタイプ）

AB-301 ￥3,800
（税込 \4,180）

（チェロ用）

共通オプションアイテム

全機種共通！カーボンマック徹底解剖

さまざまなアイデアが細かなところまで反映された、 「使う人のことを考えた、 軽くて丈夫なケース」 です。

ネック留めに 「バックル」 採用。 弓ホルダーに 「ファスナー」 採用。 5 ヶ所の脚ゴムで、 立てて開い
た時のたわみと不安定さを緩和。

CFC-3　　　\130,000
（税込 \143,000）

重量／約 3.4kg

カーボン柄
リュック可、4/4サイズのみ、別途ストラップ0.3kg、中国製

スタンダード

ブロンズ / ライトブルー / ライトグリーン

CFC-L　　　\190,000
（税込 \209,000）

重量／約 2.8kg

サテン仕上げ
リュック可、4/4サイズのみ、別途ストラップ0.3kg、中国製

超軽量

CFC-2S　　　\110,000
（税込 \121,000）

重量／約 3.6kg

サテン仕上げ
リュック可、4/4サイズのみ、別途ストラップ0.3kg、中国製

コストパフォーマンス

新素材カーボンコンポジット採用

ストラップには厚手のクッション。
カラビナフックは脱落を防ぎます。

ミルクティー / ミントグリーン / コーラルピンク

ホワイト / ワインレッド / ブルー / チョコブラウン

シャンパンゴールド / ピンクゴールド / シルバー / ダークネイビー

ブルー / ダークグリーン / ローズ / ワインレッド



より本格的なチェロをお求めの方におすすめしたいモデル。
音響に優れた造りで、重厚な美観も人気のスタンダードなチェロ
セットです。

SC-160
子ども用の分数サイズに加え、
7/8 サイズもラインナップ。

Carlo giordano
（カルロ・ジョルダーノ）

チェロセット

・ 成長に合わせたチェロサイズ
分数をお使いのお子さんの場合は、身長が上がるにつれ

「サイズアップ」をする必要があります。

右の「チェロサイズ対応表」を目安に、体に合ったサイズの

チェロを使いましょう。

チェロサイズ対応表
サイズ　　　　　　身長の目安
4/4　　　　　　　160ｃｍ以上
3/4　　　　　　　155ｃｍ～１３５ｃｍ
1/2　　　　　　　145ｃｍ～125ｃｍ
1/4　　　　　　　135ｃｍ～115ｃｍ
1/8　　　　　　　125ｃｍ～105ｃｍ

チェロサイズに対する身長の目安です　　　　20 21

子どもから大人まで♪おすすめチェロセット
商品案内

松脂

弓

ソフトケース

本体

サイズは 1/8 から 4/4 の大人サイズまで♪
一番小さいサイズは身長 お よ そ 105cm から。
小学生の低学年ぐらいからはじめる子も多いです。

プロトス（ドイツ製）

こんな人にオススメ

・予算はできる限り抑えたいけど、ちゃんとチェロを楽しめるもの　
　がいい！
・子ども用で欲しいけど、なるべくフルサイズの時までお金を貯め
　ておきたい！

分数サイズ対応
1/8サイズから揃えています

テールピースは4アジャスターで
チューニングの微調整も簡単

ビギナー向けのリーズナブルな
価格のスチール弦を採用

リュックタイプにもできる
ソフトケース

松脂

弓

キャリングバッグ

本体

トマスティック社の
アルファユー（ウィーン製）

こんな人にオススメ

・どうせ買うなら、ある程度長く使えるものがいい！
・子どもに習わせるにも、音色や響きをできる限り重視したい！
・趣味でやるにも、4/4だと少し辛い。もう少し楽に弾ける楽器が　
　欲しい（7/8サイズ）。

7/8 サイズは教育楽器としてのサイズ分けとは異
なり、 大人の方でも4/4サイズでは演奏しにくい
という方にお勧めのサイズです。

分数サイズ対応
7/8サイズも揃えています

本体はプレス工法を採用
スプレー塗装で低価格を実現

本体は単板削り出しを採用
手作業によるニス仕上げ

テールピースはドイツの
「ウィットナー社製」を標準装備

オーストリア（ウィーン）の
トマスティック社製スチール弦を採用

厚手で使いやすい
キャリングバッグ

SC-100 と SC-160 のおおきな違い

SC-100 SC-160

機械 （熱や圧力） によって楽器の隆起を成形する・

プレス工法を採用することで、 低価格を実現。

表面塗装は塗料によるスプレー仕上げ。・

職人の手で削り出して楽器の隆起を作ることにより、・

深みのある響きが得られる本格的な製造方法。

ニスによる手仕上げで、 音や美観にも優れている。・

鳴らしやすくて低価格。「はじめてみたい！」という気持ちに応える
チェロセット。全国の音楽教室などでの導入実績も多い、ロング
セラーモデルです。

SC-100
子ども用の分数サイズもラインナップ。

Carlo giordano
（カルロ・ジョルダーノ）

チェロセット

SC-100 ￥110,000
（税込￥121,000）

Cello Set

・サイズ：4/4、3/4、1/2、1/4、1/8

・表板：スプルース　/　裏板、側板、ネック：メイプル 

・指板：エボニー　/　糸巻き：エボニー

【付属品】

・ケース：ソフトケース　・弓：BC-301（中国製）

・松脂：ハイダージン６CDL（イギリス製）

生産国：中国

・サイズ：4/4、7/8、3/4、1/2、1/4、1/8

・表板：スプルース　/　裏板、側板、ネック：メイプル 

・指板：エボニー　/　糸巻き：エボニー

【付属品】

・ケース：キャリングバッグCC-150　・弓：BC-301（中国製）

・松脂：ハイダージン６CDL（イギリス製）

生産国：中国

SC-160 ￥180,000
（税込￥198,000）

Cello Set



ドイツ製弓を標準付属にし、よりチェロらしい響きの弦を装備する
ことで、弾き心地や音色と鳴りにこだわったモデル。
大人の方が趣味で始める際に最適な、ワンランク上のチェロセット
です。

NSC190/S2
4/4 サイズでは構えにくい方に、
7/8 サイズもご用意しました。

Nicolo Santi
（ニコロ・サンティ）

チェロセット

Avanti（アバンティ）シリーズは、ニコロ・サンティの中でも「奥行きのある響き」や「豊か
な倍音」といった「本場ヨーロッパの楽器らしい響き」を目指して製作されたものです。
ランクの高い木材を使用しているため、美観と音色に優れています。

生産国：中国
Nicolo Santi
（ニコロ・サンティ）

NSC240 ￥240,000
（税込￥264,000）

上級材使用モデル

NSC310 ￥310,000
（税込￥341,000）

最高級材使用モデル

サイズ：4/4

■ケース

■本体

■弓

■弓ケース

￥240,000

\38,000

￥17,000

￥5,000

（税込\264,000）

（税込\41,800）

（税込\18,700）

（税込\5,500）

CC-150

VC-450

NSC240

E.Noel

■松脂 ￥2,000 （税込\2,200）黒猫ダーク

ワンランク上の入門セット
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商品案内

＊写真はNSC310です。

NSC240　セット例 合計定価￥302,000（税込￥332,200）

NSC310　セット例 合計定価￥497,000（税込￥546,700）

コストパフォーマンスの高い、
中国製フェルナンブーコ弓を合わせたセット。

ドイツ製の弓にハードケースを合わせた
入門や買い替えに、永く使えるチェロセット。

その他の取り扱いチェロ

■ケース

■本体

■弓

■松脂

￥310,000

\75,000

￥110,000

￥2,000

（税込\341,000）

（税込\82,500）

（税込\121,000）

（税込\2,200）

CFC-2S

黒猫ダーク

NSC310

F.Schneider ＊ 

7/8 サイズは教育楽器としてのサイズ分けとは異
なり、 大人の方でも4/4サイズでは演奏しにくい
という方にお勧めのサイズです。

A・D バーサム（ウィーン製）

G・C スピロコア（ウィーン製）

松脂

弓

キャリングバッグ

本体

7/8サイズも揃えています

厚手で使いやすい
キャリングバッグ

弓ケース

テールピースはドイツの
「ウィットナー社製」を標準装備

本体は単板削り出しを採用
手作業によるニス仕上げ

こんな方におすすめ

・レンタル楽器などである程度弾いてきたけど、そろそろマイ楽器
　が欲しい。
・昔チェロをやっていたけど、楽器を買って再スタートしたい。
・せっかく買うなら、付属品も定番で揃えたセットがいい。

Cuore（クオレ）シリーズは、これから始めたい方に最適な「弾き
やすい」「鳴らしやすい」かつリーズナブルな楽器です。

・サイズ：4/4、7/8

・表板：スプルース　/　裏板、側板、ネック：メイプル 

・指板：エボニー　/　糸巻き：エボニー

【付属品】

・ケース：キャリングバッグCC-150　・弓：F.Schneider（ドイツ製）

・松脂：ハイダージン６CDL（イギリス製）　・弓ケース：VC-450

生産国：中国

NSC190/S2 ￥240,000
（税込￥264,000）

NSC190/S1 ￥200,000
（税込￥220,000）

・弓以外はNSC190/S2と同じです。

・ NSC190/S1の弓をBC-301（中国製）に変更したモデル。



■ケース

■本体

■弓

■松脂

￥600,000

\120,000

￥110,000

￥3,500

（税込\660,000）

（税込\132,000）

（税込\121,000）

（税込\3,850）

CFC-2S

ギョーム（アルミ缶）

Pavel Gluck #3

Adam Ciel Nickel

ルーマニア製本体にブラジル製弓。
コストパフォーマンスの高い納得のセット。

良質な木材の産地ルーマニアで作られる楽器は、競争力の高い価格と優れた美観を
持ち、丁寧な作りで弾きやすいことから、今では有数の弦楽器産地の1つです。パヴェ
ル・グルックは各弦のバランスや音の立ち上がりの良さなど弾きやすさに重点を置い
た、これからの買い替えや最初の1本に最適な楽器です。

生産国：ルーマニア
Pavel Gluck
（パヴェル・グルック）

#3 ￥600,000
（税込￥660,000）

#1 ￥500,000
（税込￥550,000）

サイズ：4/4、7/8 サイズ：4/4、7/8

24 25

その他の取り扱いチェロ
商品案内

■ケース

■本体

■弓

■松脂

￥500,000

\75,000

￥130,000

￥2,500

（税込\550,000）

（税込\82,500）

（税込\143,000）

（税込\2,750）

CFC-3

ベルナルデル

Pavel Gluck #1

F.Schneider ＊ 

ドイツ製弓にハードケースを組み合わせた、
欧州チェロの定番セット。

＃1　セット例 合計定価￥707,500（税込￥778,250）

＃3　セット例 合計定価￥833,500（税込￥916,850）

＊写真は＃1です。

1967年よりAlbert Langの元で製作を学んだLothar 
Semmlingerは1975年にマイスター資格を取得し、1980年に
独立。高い品質により、一代でその名は世界に知られるところと
なりました。大きな発展を遂げた現在でも、二人の息子Stefan 
& Christianと共に、ドイツ製らしい安定感のある質の高い楽器
を作り続けており、日本でも高い知名度と人気を誇っています。

生産国：ドイツ
Lothar Semmlinger
（ローター・ゼムリンガー）

LSC-03 ￥700,000
（税込￥770,000）

LSC-01 ￥580,000
（税込￥638,000）

サイズ：4/4 サイズ：4/4

＊写真はLSC-03です。

ドイツ製の本体と弓をセットにした、
ジャーマンチェロセット。

LSC-01　セット例 合計定価￥873,600（税込￥960,960）

■ケース

■本体

■弓

■松脂

￥580,000

\180,000

￥110,000

￥3,600

（税込\638,000）

（税込\198,000）

（税込\121,000）

（税込\3,960）

CFC-2S

KR-012（コルスタイン）

LSC-01

F.Schneider ＊ ＊

ルーマニア・レギンにある工房。1945年にトランシルバニアに
生まれ、幼い頃から木工に親しんでいたSimon Jozsefは、15
歳でバイオリン職人になることを決意し、ルーマニアの楽器製作
の中心地であるレギンで楽器製作を学びました。
その後、長年にわたりルーマニア最大の楽器製作会社で楽器
作りを続けたのち独立し、現在は二人の息子と共に、楽器作り
を行っています。

生産国：ルーマニア
Simon Jozsef
（シモン・ヨーゼフ）

￥720,000
（税込￥792,000）

Simon Jozsef  Cello
サイズ：4/4、7/8
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その他の取り扱いチェロ

￥990,000
（税込￥1,089,000）

RLC-03

ドイツ・ミッテンヴァルトの地で、1926年より3代続く工房。その
評価は先代Wilfried Leonhardtによって飛躍的に高められ、
日本でも広く知られるところとなりました。
その息子Rainerは1997年に工房を引き継ぎ、それを更に発展
させる形で、素晴らしい楽器を次々と世に送り出しています。
特にチェロに定評があり、豊かな鳴りと音質の良さで高い人気
を誇っています。

生産国：ドイツ
Rainer W.Leonhardt
（ライナー・レオンハルト）

￥770,000
（税込￥847,000）

RLC-01
サイズ：4/4、7/8

￥1,320,000
（税込￥1,452,000）

RLC-05
サイズ：4/4

サイズ：4/4

＊写真はRLN-05です。

Rainer W.Leonhardtの娘として1990年に誕生。2013年より
父Rainerの下で弦楽器製作を学び始めました。その後、ミッテン
ヴァルトの製作学校でも伝統的な弦楽器製作を学び卒業。
2016年より正式に、伝統あるLeonhardt工房の4代目として工
房に入りました。300年以上続くミッテンヴァルトの弦楽器製作
の歴史の一端を担ったKlotz Familyの末裔と2016年に結婚。
Klotzを名乗ることとなった彼女は、まさにミッテンヴァルトの歴史
と伝統を受け継ぐ製作家として将来を期待されています。

生産国：ドイツ
Julia L. Klotz
（ユリア・クロッツ）

JKC-01 ￥770,000
（税込￥847,000）

サイズ：4/4

レオンハルトのホームページでは、Googleストリートビューによる工房内のパノラマツ
アーが体験できます。
弦楽器づくりの街「ミッテンヴァルト」の穏やかな空気の中で誕生する、「楽器の息吹
き」を感じることができます。

ドイツ・ミッテンヴァルトの地で1926年より続く、レオンハルト工房。

URL： https://violin-leonhardt.de/en/
Rainer W.Leonhardt

マックコーポレーション

URL：http://www.maccorp.co.jp

商品案内

マックコーポレーションについて

ホームページのご紹介

マックコーポレーション株式会社は昭和 59 年 7 月に設立されて以来、 現在では主に 「管楽器」 「弦

楽器」 「二胡」 の専門商社として楽器の普及に努めています。

愛知県名古屋市西区に事務所兼工房 ・ 倉庫を設け、 全ての

楽器や楽器小物は、 ここで最終検品 ・ 調整作業をされてから

全国の販売店へ出荷されます。

特に中国製に関しては、 中国にも事務所を設け、 予め現地で

検品を行ったものを国内に輸入するように努めています。

事務所 ・ 営業部門では販売店様からいただくご注文や、

お問い合わせに日々ご対応しております。

この冊子も 「もっと多くの人に楽器を楽しんでほしい！」

という思いから、 ここで作成されました。

弦楽器工房ではカルロ ・ ジョルダーノやニコロ ・ サンティ、

欧州製の新作弦楽器など、 出荷前に 1 本 1 本時間をかけ

て調整 ・ 検品するとともに、 オールド弦楽器の修復も行って

おります。

皆様にご満足いただける楽器をお届けするため、 様々なご

意見を集めながら、 常により良い楽器や小物をご提供でき

るよう努めています。

弊社では弦楽器のほか、 管楽器、 二胡の取り扱いもしております。

ホームページでは取り扱い商品を公開しており、 各種カタログも

PDF にて閲覧できるようにしております。

また新製品やおすすめ商品に関しましては、 チラシデータも随時

公開しております。 ぜひご覧ください。

　　　　　　　　　


